
令和２年 10月 16日 

神奈川県剣道道場連盟 

会長 滝澤 建治 

第 43 回体験実践発表会 選考結果について 

  標記の件につきまして、次のとおり決定しましたので、お知らせいたします。 

選考作品 小学生 71作品 

No 作品名 氏名 所属 学年 選考結果 

1 新たな稽古 石川 煌翔 思斉館滝澤道場 小６ 優良賞 

2 今出来ること 小林 みお 思斉館滝澤道場 小６  

3 今できること 玉木 克 思斉館滝澤道場 小６  

4 考えてやること 山岡 睦仁 思斉館滝澤道場 小５  

5 負けたことに負けない 石井 良就 思斉館滝澤道場 小５  

6 全国大会を目指して 渡部 鉄平 思斉館滝澤道場 小５  

7 剣道を始めたきっかけ 渡部 輝 思斉館滝澤道場 小５  

8 仲間 丸尾 琉晟 思斉館滝澤道場 小５  

9 自転車と剣道 柿木 朝有 思斉館滝澤道場 小５  

10 練習 小林 たいが 思斉館滝澤道場 小５  

11 五つの心得 長尾 祐介 思斉館滝澤道場 小５  

12 私の道 岩佐 果林 思斉館滝澤道場 小５  

13 自分の弱さ 白瀬 英鉄 思斉館滝澤道場 小５  

14 僕の剣道 千葉 光貴 久里浜剣士会 小６  

15 剣道での成長について 飯面 俊毅 久里浜剣士会 小６  

16 けい古の大切さ 七五三木 悠真 久里浜剣士会 小６  

17 剣道で学んだ事や思ったこと 飯面 心結 久里浜剣士会 小５  

18 きびしい道と自分 関口 暖 久里浜剣士会 小４  

19 剣道と出会って 千葉 大和 光武館道場 小６  

20 ぼくと剣道 藤林 粋平 光武館道場 小６  

21 剣道と出会って 野武 聖寛 光武館道場 小６  

22 剣道 小川 蓮 光武館道場 小６  

23 感謝すること 篠原 瑠海 光武館道場 小６  

24 剣道から学ぶこと 大森 陸翔 光武館道場 小６  

25 剣道で学んだこと 福田 寿樹 光武館道場 小６  

26 自分に負けない心 石塚 朱時 光武館道場 小６  

27 今の自分にできること 森川 誠志朗 光武館道場 小５  

28 稽古が出来なくなって感じたこと 名倉 朋来 剣桜会 小６  

29 自分の弱さ 名倉 朋来 剣桜会 小６  

30 自分にできること 桑山 響 剣桜会 小６  

31 集中と意識 的埜 航一郎 剣桜会 小６  

32 己との真剣勝負 池田 蓮 剣桜会 小５  

33 剣道をはじめた意味 大西 咲綾 剣桜会 小５  

34 僕と剣道の出会い 高橋 一機 剣桜会 小５  

35 成長していく自分 山田 遙斗 剣桜会 小５  



No 作品名 氏名 所属 学年 選考結果 

36 人を待たせないだれよりも早い面つけ  石崎 結衣子 剣桜会 小４  

37 なか間 杉浦 いつき 剣桜会 小４  

38 キリッときれいな剣道 深川 夏帆 剣桜会 小４  

39 今年の剣道 三木 花蓮 剣桜会 小３  

40 けいこはだいじ まとのけいすけ 剣桜会 小３  

41 剣道を通じて学んだこと 滝井 燦吾 横浜三ツ境剣友会 小６  

42 キャプテンになって 新本 珠実 横浜三ツ境剣友会 小６  

43 剣道の思い出 平川 智親 横浜三ツ境剣友会 小６  

44 剣道が教えてくれたこと 橋爪 真人 横浜三ツ境剣友会 小５  

45 前を向いて歩いて行こう 堀江 紗奈 敬武館 小６ 最優秀賞 

46 剣道は私を強くしてくれる 薄 明日香 敬武館 小６  

47 コロナの中で 斯波 佳奈美 敬武館 小６  

48 目標への取り組み 水谷 康希 敬武館 小５  

49 剣道で成長した体 関崎 陽彩 敬武館 小５  

50 支え合う力 辻本 耀清 敬武館 小５  

51 剣道と私 味間 夏海 敬武館 小５  

52 コロナが教えてくれたこと 荒巻 維新 敬武館 小５  

53 『ピンチはチャンス』への道のり 岩本 嵩生 足柄錬心舘 小６  

54 小学生時代の自分 松尾 瑛叶 足柄錬心舘 小６  

55 感謝と共に進む 小幡 愛美 磯子警察署少年剣道推進会 小６ 優秀賞 

56 剣道を通して学んだ感謝と団結 土本 浜太郎 磯子警察署少年剣道推進会 小６  

57 剣道ができるということ 山田 耕大郎 磯子警察署少年剣道推進会 小６  

58 剣道で変わった事 八木 陸翔 磯子警察署少年剣道推進会 小６  

59 ぼくは剣道大好き 菅原 翔太 磯子警察署少年剣道推進会 小６  

60 私と剣道 山越 春乃 磯子警察署少年剣道推進会 小４  

61 毎日剣道 橘高 わかな 磯子警察署少年剣道推進会 小３  

62 生きているからこそできること 相原 大地 本郷総合剣道会 小６  

63 自分を磨く 荒川 結衣花 本郷総合剣道会 小６  

64 ６年間の剣道 内山 虎之介 本郷総合剣道会 小６  

65 礼に始まり礼に終わる 宮本 晄洋 本郷総合剣道会 小６  

66 剣道への気持ち 福士 真歩 港南台剣道クラブ 小５  

67 剣道から学んだ事 菅野 遥人 港南台剣道クラブ 小４  

68 剣道を始めて学んだこと 井上 優香 睦剣士会 小６  

69 剣道バカ 伊藤 達臣 睦剣士会 小５  

70 剣道を通して学んだこと 佐藤 和希 睦剣士会 小５  

71 剣道で得たたくさんのもの 佐藤 伊織 睦剣士会 小５  

選考委員  髙野  力  理事長   亀井 賢司 副理事長 

      千葉 康宏 事務局長  千葉 祐輔 副事務局長 

 

 

 

 



令和２年 10月 16日 

神奈川県剣道道場連盟 

会長 滝澤 建治 

第 43 回体験実践発表会 選考結果について 

  標記の件につきまして、次のとおり決定しましたので、お知らせいたします。 

選考作品 中学生 42作品 

No 作品名 氏名 所属 学年 選考結果 

1 剣道ができることへの感謝 岩崎 美桜 思斉館滝澤道場 中３ 優秀賞 

2 感動 小林 真緒 思斉館滝澤道場 中２  

3 感謝の気持ちを忘れない 佐藤 大雅 思斉館滝澤道場 中２  

4 剣道を通じて学んだこと 飯塚 幹太 思斉館滝澤道場 中１  

5 剣道を始めて 高橋 麟太郎 征道館岩尾道場 中１  

6 思い出と共に 薄井 汐雫 光武館道場 中３  

7 楽しく剣道 上野 雅 光武館道場 中３  

8 コロナの日常 勝目 真優 光武館道場 中２  

9 七年前の約束 岡田 寛太郎 光武館道場 中２  

10 自分のためだけじゃない 千葉 鳳子 光武館道場 中２  

11 剣道と僕 荻野 太輝 光武館道場 中２  

12 考えもしなかった剣道生活 井上 寛永 光武館道場 中２  

13 美しい剣道 山本 愛衣 剣桜会 中１ 優良賞 

14 剣道と共に 平野 真大 剣桜会 中３  

15 努力 大西 真綾 剣桜会 中２  

16 雲の上はいつも晴れ 髙橋 理子 剣桜会 中１  

17 剣道を通じて 浅井 遥空 剣桜会 中１  

18 両立 丹羽 蔵之介 敬武館 中１  

19 自分と剣道 室伏 亮哉 敬武館 中１  

20 剣道での学び 成松 虎汰郎 敬武館 中１  

21 剣道と僕 塚本 哲也 敬武館 中１  

22 私にとっての道場 伊藤 凪沙 養浩館道場 中３  

23 剣道から学んだこと 戸﨑 周優 遊心会 中１ 最優秀賞 

24 新道舞走 田中 瑛一朗 遊心会 中１  

25 剣道が繋いでくれた仲間 片山 明梨 遊心会 中３  

26 今までを振り返ってみて変わったこと 諸星 慶 遊心会 中３  

27 過去の自分 須長 凌士 遊心会 中１  

28 日々の努力の大切さ 谷垣内 陽仁 遊心会 中１  

29 私にとっての剣道 伊藤 碧 遊心会 中１  

30 剣道を通して学んだこと 宇山 碧透 遊心会 中１  

31 剣道で学んだこと 大谷 はるか 正孝塾 中３  

32 剣道への道 小島 真依 正孝塾 中２  

33 自分が決める自分のあり方 山本 京奈 正孝塾 中２  

34 新たな挑戦 亀井 友愛 正孝塾 中２  

35 家族と仲間 澤 伊織 正孝塾 中２  



No 作品名 氏名 所属 学年 選考結果 

36 自分との闘い 石塚 倫太郎 本郷総合剣道会 中３  

37 剣道を通して学んだ事 宮本 洋貴 本郷総合剣道会 中３  

38 自分をかえてくれた剣道 上西 恒輝 本郷総合剣道会 中２  

39 剣道から学んだこと 井上 愛心 本郷総合剣道会 中１  

40 百錬自得 石塚 柳乃介 本郷総合剣道会 中１  

41 意思と気持ち 福士 真宙 港南台剣道クラブ 中１  

42 剣道が教えてくれたこと 森川 愛 港南台剣道クラブ 中１  

 

選考委員  髙野  力  理事長   亀井 賢司 副理事長 

      千葉 康宏 事務局長  千葉 祐輔 副事務局長 


